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暑さを吹き飛ばせ！

「第15回すずかフェスティバル」 8月6日㈯・7日㈰

　鈴鹿の夏の風物詩「すずかフェスティバル」
が、算所二丁目の弁天山公園をメイン会場とし
て、市内 5会場で盛大に開催されました。
　15回目となる今年は、市の内外から95チーム、
約2,600人の踊り子が参加しました。観客動員
数は延べ約 11万人を数え、天候に恵まれた

2日間、踊り子の熱気に会場は包まれたので
した。
　また、15周年を記念して、地元の音楽家た
なかつとむさんが、公募した歌詞に曲を付け
たすずフェスのテーマソング「真骨頂」が披露
され、全員で踊りました。

賞　　名 チーム名
すずかフェスティバル大賞 風鈴鹿山（写真左）
準すずかフェスティバル大賞 舞＆めっちゃええやんず

鈴鹿市長賞 勝山組
鈴鹿商工会議所会頭賞 西ダン
鈴鹿市教育委員会教育長賞 Copain Doll

15周年特別賞 FLOWER DANCERず
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市民銘品盆栽展 鈴鹿市民歩こう会
パラグライダー

浮上体験

きつけ 鈴鹿市民俳句大会
市民9人制

バレーボール女子大会
鈴鹿スポレク・東日本大震災
チャリティテニス大会参加者募集

鈴鹿市医師会
趣味の作品展

海外高校・大学
進学相談会

市民アーチェリー教室と
会員募集

押し花を愛する
仲間たち展（絆）

EM勉強会
第24回

「福祉の森まつり」開催
「やさしい自己発見の

方法」講演会
三重県司法書士会（鈴亀）

による無料相談会

無料成年後見相談会
第41回

鈴鹿市母親大会
鈴鹿不登校を
考える親の会

中国主婦秘伝の味を
お伝えします

鈴鹿キラキラミーティング
子連れで学べる
初級英会話

就職支援講座
参加者募集

NPO着物着付・
組紐教室第2次募集

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は秘書広報課にあります）
●申 込 み／9月12日㈪〜16日㈮　8時30分から直接、秘書広報課（本館6階）へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業と認められるものは、お断りします。

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年２回以内とします。

次回の募集は11月５日号掲載分です

鈴鹿盆栽会　田畑
　090-7601-3899

鈴木利昭
　383-0712

三重県フライヤー連盟　石田隆久
080-4226-3976

民族衣裳着付同好会
　386-3827

中島　孝　　382-5696
山中悦子　　384-3928

杉野晃
　090-5453-8528

鈴鹿テニス協会
中西　　090-5609-1661

鈴鹿市医師会
　382-3061

NPO法人青少年異文化交流推進協会
0120-52-9688

鈴鹿市アーチェリー協会
 388-1351　 suzuakyo@live.jp

主宰　西脇節子
374-1223

鈴鹿EM交流会
382-6039

八野ワークセンター　中世
　378-8881

サイエンズスクール鈴鹿
　370-2760

三重県司法書士会総合相談センター
　059-221-5553、059-224-5171

三重県司法書士会
　059-224-5171

石田喜代子
　371-0423

保井
　090-4185-1514

鈴鹿地区日中友好協会
尾崎　　383-0534

ミラクルアロマ　由佳
　090-3971-8990

伊藤
　385-1987

国立病院機構鈴鹿病院　副総看護師長
山口よね子　　378-1321

NDC本部
　386-2509

とき／9月17日㈯10時30分～
17時、18日㈰9時30分～16時　
ところ／文化会館さつきプラザ
入場料金／無料　※盆栽相談
コーナー有り。会員募集中

⑴とき／9月18日㈰　内容／東海道を歩く
8㎞と10km　集合／近鉄海山道駅前9時
10分⑵とき／10月2日㈰　内容／能褒野
神社12km　集合／近鉄平田町駅前9時
※ともに参加費200円、初参加者大歓迎

対象／小学生以上　とき／9月18日㈰10
時～15時、雨天荒天時は翌週25日㈰に
延期　ところ／白子港緑地　内容／パ
ラグライダーの浮上体験　参加料／500
円　申込み／当日会場にて受け付け

とき／10月4日から毎週火曜日10時～
12時、3カ月全12回　ところ／華賀きも
の学院内　内容／手結び着付・冠婚葬
祭などの着付・常識をマスター　定員
／10人　受講料／全12回8,400円

とき／10月30日㈰12時30分から　ところ／
ジェフリーすずか　講師／中村正幸　参加
費／1,000円　主催／鈴鹿市俳句連盟　申
込み／雑詠3句を〒513-0809西条8-66中
島孝宛て9月30日㈮必着　※当日2句

対象／高校生以上　とき／10月
10日㈪　ところ／市立体育館　参
加費／4,000円　申込み／9月20
日㈫までに市立体育館で申込書を
受け取り参加費を添えて申し込む。 

とき／10月23日㈰9時集合（予備日30日）　とこ
ろ／市立テニスコート　種目／ミックス・男子・女
子ダブルス（ペアでも個人でも可）　参加料／一
人1,000円　申込み／10月11日㈫までに、鈴鹿テ
ニス協会ホームページ内の募集要領にて中西へ

とき／10月1日㈯10時～17時、 2日㈰
10時～16時　ところ／文化会館　
※入場自由。傑作、力作をご覧くだ
さい。絵画、書、写真、手芸、美術工
芸などを展示します。

対象／中・高・大学生　とき／9月10日㈯13
時から　ところ／三重県文化会館　内容／
1年間の高校留学・大学奨学金留学と留学
の基礎知識　参加費／無料　申込み／事
前予約が必要　※気軽にご参加ください。

とき／9月24日㈯、10月1日㈯9時～12
時　 ところ／鈴鹿スポーツガーデン
多目的広場　参加料／1回500円　
申込み／電話か電子メールで　※随
時会員募集中、練習は毎週土曜日

とき／9月10日㈯～12日㈪10時～17時（最終日
は16時まで）　ところ／鈴鹿ハンター1階サブ
コート　内容／ふしぎな花倶楽部押し花イン
ストラクターと生徒の皆さんによる展示会　
※無料体験、チャリティー販売も考えています。

とき／9月16日㈮19時～21時　と
ころ／ジェフリーすずか　内容／EM
菌の基礎知識と家庭内での使い
方と応用　参加費／500円（EM菌
含む）　※気軽にご参加ください。

とき／9月25日㈰10時から　ところ／深谷
公園　内容／大空から鈴鹿を一望、熱気
球を体験体感。その他、鼓笛隊・琴・諏訪
太鼓の演奏、よさこいダンス、グルメ通り、
バザーなど楽しいイベントが盛りだくさん。

とき／10月8日㈯13時30分～15時30
分　ところ／鈴鹿カルチャーステーショ
ン（阿古曽町14-28）　内容／三木善彦
先生による講演　参加費／1,000円　
定員／50人　申込み／10月1日㈯まで

とき／10月1日㈯10時～15時　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／登記、訴訟、調停手続きなど、
市民の方々が抱えている身近な
問題の相談

とき／9月23日㈮10時～16時　ところ／三重県
司法書士会館3階（津市丸之内）　内容／老後
の成年後見制度の利用に関する相談。借金問題
の相談も可　※面談は予約不要　※電話相談
は　059-225-3855へ（当日限定の電話番号）

とき／9月11日㈰10時～15時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／大震災後の
私たちの暮らし　午前：分科会（子育て、
わが町の防災など）　午後：講演　参加
費／500円　※男性の参加も大歓迎

とき／9月13日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館（近鉄白子駅東口）　
参加費／100円　※不登校の子を持つ
親を中心とした集まりです。夏休み
明けの大切な時期、ぜひ参加ください。

とき／9月17日㈯10時～15時　ところ
／文化会館調理室　材料費／1,000円
（会員500円）　申込み／ファクスの
みで受け付け（お名前と連絡先を明記
してください）　※交流会もあります。

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館音楽
室　内容／子どもと一緒に参加できる交
流サークル（情報交換、クラス、イベント）　
参加料／800円　申込み／随時受け付け
ています。　※月一回の不定期開催

とき／第1木曜日10時～11時30分　
ところ／主に長太公民館　内容／大
人英会話と親子英語あそび　参加
費／1組500円　※ママ一人でも大
丈夫、気軽に参加してください。

対象／看護師免許をお持ちの方　とき／
9月15日㈭、16日㈮　ところ／国立病院機
構鈴鹿病院　内容／看護技術の演習　参
加料／無料　申込み／9月12日㈪までに電
話で看護課へ日程の希望を伝えてください。

とき／9月15日㈭より第1･3木曜13時～
15時　ところ／NDCホール（江島町）2階　
内容／初歩からの着付、組紐は丸台から
指導　参加料／全6回3,000円　※着物の
販売はありません。丸台は無料貸与します。

なか　せ
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F1関連イベントを開催しますF1関連イベントを開催しますF1関連イベントを開催します
今年も10月7日㈮から9日㈰の3日間、モータースポーツの聖地鈴鹿でF1日本グラン

プリが開催されます。ここでは、鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会が開催す

る、地元の皆さんも参加できるイベントを紹介します。

商業観光課　　382 - 9 0 2 0　　38 2 - 0 3 0 4
shogyokanko@c i t y . su zuka . l g . j p
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鈴鹿F1日本グランプリ関連イベント情報館➊

さあ、出掛けよう！～F1関連イベントガイド～
2011鈴鹿BOXKART

グランプリ
F1映画祭

鈴鹿日本グランプリ
地元前夜祭

レーシングカート体験
～気分はF1ドライバー～

鈴鹿日本グランプリ
クリーンアップ大作戦

墨のF1アート垂井ひろし展・
熱田護写真パネル展示

と　き　10月1日㈯～9日㈰　
　　　10時～22時

ところ　イオンモール鈴鹿
　　　　ベルシティ１階中央コート
内　容　鈴鹿墨で描かれた疾
走するF1マシンと、鈴鹿市出
身の写真家作品の競演

と　き　10月6日㈭
　　　　9時30分～12時30分
ところ　鈴鹿サーキット
　　　　国際レーシングコース
内　容　道の傾斜を利用して
進む自作カートの、出来栄え
やスピードを競います。

と　き　10月6日㈭～9日㈰
　　　　各19時から
ところ　ワーナー・マイカル・
　　　　シネマズ鈴鹿ベルシティ
内　容　『アイルトン･セナ～音
速の彼方へ～』を上映。料金
はお得な500円

と　き　10月7日㈮
　　　　16時～20時
ところ　フレスポ鈴鹿内
　　　　SUZUCOMIイベント広場
内　容　ご当地グルメ大会、
　F1トークショー、ライブコンサート、
東北地方物産販売など。

と　き　10月10日（月・祝）
　　 　　9時～12時30分
ところ　モーターランド
　　　　SUZUKA
内　容　練習走行やタイム
アタックで気分はレーサー。
現在、参加者を募集中

と　き　10月10日（月・祝）
　　　　8時30分～9時30分
ところ　鈴鹿サーキット周辺
　　　　主要幹線道路沿い
内　容　ボランティアを募り、
鈴鹿サーキット周辺を清掃し
ます。参加者には特典あり。

問合せ　鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会事務局（商業観光課）
　　　　　382-9020　　382-0304
　　　　　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp　　http://suzuka21.com/

※イベントは予定です。天候などの理由に
より、中止、変更となる場合があります。

※詳しくは、鈴鹿F1協議会公式ホーム
ページ（　http://suzuka21.com/）
をご覧ください。

※F1開催中は、交通渋滞や混雑が予想さ
れます。ご理解とご協力をお願いします。

　鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会とは、国、三重県、鈴鹿市並び
に周辺の4市1町（津市、四日市市、桑名市、亀山市、菰野町）、観光、経
済、交通の関係機関など32団体で構成する協議会です。平成22年度から
観光庁がオブザーバーとして参画しています。



健康づくり課　382 - 2 2 5 2　　38 2 - 4 1 8 7
kenkozukuri@city.suzuka.lg. jp

特定健康診査は受けられましたか
～年に一度の健康チェック～

10 2011・9・5

10月から10月から
「こんにちは 赤ちゃん訪問」が始まります「こんにちは 赤ちゃん訪問」が始まります
10月から
「こんにちは 赤ちゃん訪問」が始まります

子育てには、「うれしい」「楽しい」こともあれば、不安なこともあります。赤ちゃんが

生まれ育っていくときに、地域の中で子どもの成長を一緒に見守ってくれる人がいる

と安心ですね。赤ちゃんとご家族の子育ての応援のための、新しい制度の紹介です。

こんにちは　赤ちゃん訪問情報館➋

　平成23年7月1日以降に生まれた赤ちゃんのいる、すべてのご家庭です。
　生後3～4カ月までに、「こんにちは　赤ちゃん訪問員」がお伺いします。

　地域で活動している主任児童委員などです。訪問の際は、身分証を携帯し
ます。

　子育てに関するサービス情報誌「子育て応援ＢＯＯＫ」「子育て応援リーフレ
ット」などをお届けしたり、子どもと一緒に参加できる場や地域の子育て広場など
の情報をご紹介します。

　無料です。

　訪問する前月の下旬ごろに、ご自宅にお葉書が届きます。
　お葉書には、訪問日の指定はしてありませんので、訪問時にお留守の場合には、
訪問したことがわかるようにお手紙を置き、別の日にまた訪問します。

　出生届出時に、「こんにちは　赤ちゃん訪問連絡票」に、自宅へ帰宅する予定日をご記入いただいた方
には、それ以降に訪問します。
　訪問のお葉書が届いて、訪問時期のご都合の悪い方は、健康づくり課へ、ご連絡ください。

　新生児訪問の際に「こんにちは　赤ちゃん訪問」を兼ねて、子育て情報を一緒にお届けします。新生児
訪問の後で、何か知りたいことがあれば、健康づくり課へ、お尋ねください。

○対象は？
　
　

○「こんにちは　赤ちゃん訪問員」って、どんな人？

○「こんにちは　赤ちゃん訪問」では、何をするの？

○訪問してもらうと費用はかかるの？

○訪問の連絡はいつごろ来るの？

○訪問するころ、里帰りなどで自宅にいない場合はどうしたらよいの？

○新生児訪問を利用した場合も、「こんにちは　赤ちゃん訪問」はあるの？

○対象は？
　
　

○「こんにちは　赤ちゃん訪問員」って、どんな人？

○「こんにちは　赤ちゃん訪問」では、何をするの？

○訪問してもらうと費用はかかるの？

○訪問の連絡はいつごろ来るの？

○訪問するころ、里帰りなどで自宅にいない場合はどうしたらよいの？

○新生児訪問を利用した場合も、「こんにちは　赤ちゃん訪問」はあるの？

3 8 2 - 2 2 5 2　　38 2 - 4 1 8 7
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

健康づくり課

問 合 せ

対象者

費　用

実施日時

持ち物



特定健康診査は受けられましたか特定健康診査は受けられましたか
～年に一度の健康チェック～～年に一度の健康チェック～
特定健康診査は受けられましたか
～年に一度の健康チェック～
特定健康診査は、増加している高血圧や糖尿病などの生活習慣病の早期発見や

予防のための健診です。対象の方には特定健康診査受診券を郵送させていただき

ました。まだ、お済みでない方はご自分の健康管理のため、受診しましょう。

保険年金課　　382 - 9 4 0 1　38 2 - 9 4 5 5
　hokennenk in@c i t y . su zuka .m i e . j p

112011・9・5

特定健康診査情報館➌

10月から
「こんにちは 赤ちゃん訪問」が始まります

○対象は？
　
　

○「こんにちは　赤ちゃん訪問員」って、どんな人？

○「こんにちは　赤ちゃん訪問」では、何をするの？

○訪問してもらうと費用はかかるの？

○訪問の連絡はいつごろ来るの？

○訪問するころ、里帰りなどで自宅にいない場合はどうしたらよいの？

○新生児訪問を利用した場合も、「こんにちは　赤ちゃん訪問」はあるの？

受診日時点で、鈴鹿市国民健康保険に加入の４０～７４歳の方
（昭和１１年９月１日～昭和４７年３月３１日生まれの方）

窓口での自己負担は５００円
（市民税非課税世帯の方は２００円）※受診できる回数は１回です。

平成２３年１１月３０日まで
※市内の指定医療機関については、郵送させていただいた特定
健康診査受診券と同封の医療機関一覧表をご覧ください。

対象者対象者

費　用費　用

実施日時実施日時

持ち物持ち物

対象者

費　用

実施日時

持ち物 国民健康保険証、特定健康診査質問票、受診券（レモン色）
※なくされた場合は保険年金課で再発行しますのでご連絡ください。

 特定健診の検査内容

腹囲測定 採血 検尿

身体測定

心 電 図

血圧測定 診察・問診

方方方方

　おへそ周り
を測り、内臓脂
肪の蓄積を調
べます

　血液から血糖や
コレステロール、
肝臓や腎臓機能
などを調べます

心臓の働きを調べます（鈴鹿市独自の追加項目です）。

　タンパクや
糖など、尿中
の成分を調べ
ます

　身長、体重
から肥満度を
みます

　血圧を測り、
高血圧など循
環器系の状
態を調べます

　現在の健康
状態や生活状
況などについ
て確認します

※鈴鹿市国民健康保険加入以外の方の健診は、加入している医療保険者（保険証に記載）に
ご確認ください。
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総務省・社会生活
基本調査を行います

企画課    382-7676    382-9040

    k i kaku@c i ty. suzuka . l g . j p

　市民のみなさんが1日をどの
ように過ごし、生活している
のかなどを調べます。ワーク・
ライフ・バランスの推進などの
基礎資料となる全国調査です。
10月上旬から対象世帯を調査
員が訪問しますので、よろしく
お願いします。
対　象　無作為抽出した市内
約170世帯

調査日　10月20日㈭
問合せ　三重県庁統計室

(  059-224-2051)

9月10日は
｢下水道の日｣です

下水管理課    382-7636    384-3938

    gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

【平成23年度下水道推進標語】

下水道 生きものすべての いのちのわ

　9月10日は、下水道の役割の
一つである「雨水対策」と関
連し、立春から数えて220日の
台風シーズンに当たることから、
「下水道の日」と定められてい
ます。

　この「下水道の日」は、昭和
36年、著しく遅れているわが
国の下水道の普及(当時の普及
率:6%)を全国的に展開するた
め、「全国下水道促進デー」と
して始まり、平成13年から、よ
り親しみのある名称として「下
水道の日」となりました。
　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化など
により、道路側溝がきれいに
なり、蚊やハエなどの発生を
防いで伝染病を予防し、清潔
で快適な生活環境となり、海
や川がきれいになります。
○公共下水道の供用開始区
域内では、家庭からの汚水
を公共下水道に流すための
｢排水設備｣を、供用開始後
1年以内に設置しなければ
なりません。また、くみ取り
便所は、3年以内に水洗便
所に改造しなければなりま
せん。
○排水設備の工事は、市の指
定を受けた｢鈴鹿市排水設
備指定工事店｣でないとで
きません。また、70万円を限
度とした改造資金融資あっ
せん制度がありますので、
指定工事店にお問い合わせ
ください。

※油を下水道に流すと施設を傷め

たり環境に負荷がかかります。

油のついた食器などはキッチン

ペーパーなどでふき取ってから

洗い、油を含んだスープ類は浮

いた油を除いてから流してくだ

さい。また、事業所や飲食店の

方は、｢除害施設｣を通してから

下水道に流してください。その

際、店内などにある｢除害施設｣

を確認してください。油や残飯

でいっぱいになっていると十分

な能力を発揮することができな

いだけでなく、そのままにしてお

くと悪臭の原因にもなってしま

います。

※平成22年度の本市の下水道普及

率は、45.7%(平成21年度の三重

県 内 平均 4 5 .1% 、全 国 平均

73.7%)です。

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008    382-7660

    nozei@city.suzuka.lg.jp

◆休日窓口

と　き　9月25日㈰ 9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　 9月2 9日㈭、3 0日
㈮ 17時15分～20時

ところ　いずれも納税課(市
役所本館2階)

内　容　いずれも市税の納
付、納税相談、口座振替
の手続きなど

※北通用口は利用できません。南

玄関からお越しください。

お 知 ら せ
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※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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平成22年度から25年度
鈴鹿市小規模修繕工事等
希望者名簿の随時受付を

行います

契約調達課    382-9039    382-9050

    keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に本社や本店
を有する法人または市内
に住所を有する個人事業
主で、引き続き2年以上営
業を行っていること。鈴鹿
市入札参加資格者名簿に
現在登録がないこと。

と　き　9月26日㈪～10月7日㈮ 
9時～11時、13時～16時(水・
土・日曜日を除く)

申込み 所定の申込書類に必要
書類を添えて契約調達課へ

9月10日から16日までは
自殺予防週間です

健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　9月10日の世界自殺予防デ
ーにちなんで、9月10日から
16日を自殺予防週間としてい
ます。三重県の自殺者数は
平成20年以降、毎年40 0人
前後で推移しており、自殺未
遂者は自殺者の10倍いると
言われています。自殺を考え
ている人をひとりでも多く救
うため、悩みを抱えている人
のサインに気づき、支えあい
ましょう。

◆あなたにもできる自殺予防

のための行動

○気づき 「周りの人の悩み
に気づき、声をかける」
○傾聴 「本人の気持ちを尊
重し、耳を傾ける」
○つなぎ 「早めに専門家に
相談するよう促す」
○見守り 「温かく寄り添いな
がら、じっくりと見守る」

石綿による疾病に気づいて
いない方を探しています

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　石綿による疾病は、数十年
前の仕事でも発症します。心
当たりのある方は、労働基準
監督署または労働局にご相談
ください。
　石綿による疾病と認められ
た場合、労災保険給付または
特別遺族給付金を受けられ
る場合があります。
○過去に石綿を取り扱う仕事
をしていたことがありません
か。または過去に仕事で石
綿を吸い込んだ可能性はあ
りませんか。
○息切れ、せき、胸が苦しいな
どの症状が出ていません
か。
○中皮腫、肺がんなどの病気
で療養されていませんか。
○ご家族などで中皮腫、肺が

んなどでなくなられた方はい
ませんか。

問合せ 三重労働局労働基準
部労災補償課( 059-226-
2109)

※特別遺族給付金の請求期限は、

平成24年3月27日(火)までです。

※労災保険給付の請求についても

請求期限(時効)があります。

※詳しくは、厚生労働省ホームペ

ージの「石綿情報」をご覧くだ

さい。

  http://www.mhlw.go.jp/new-

info/kobetu/roudou/sekimen/

ものづくり研究開発事業
補助金の交付先が

決定しました

産業政策課    382-7011    384-0868

    sangyouseisaku@city.suzuka.lg.jp

 本年度の交付先は下記のと
おりです。
○㈱エース設備　新型ディップ
スピンコーターの研究開発
○三田工業㈱　防水扉の強
度解析プログラムの作成と
強度計算実設計への展開
○工業化成㈱鈴鹿工場　薄肉
軽量プラスチック製品の剛
性向上 

※この制度は、産学官の連携によ

る研究開発の強化と市内製造

業の活性化を図るため、事業者

などが行う新技術の研究開発に

対する補助制度です。
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　「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」第5条の規定に基づき、平成23年5月1日において有する資産
などについて同年8月5日に作成された資産等報告書の内容をまとめたものです。
　報告書の原本は、市政情報課で閲覧することができます。また、報告書の概要は、市ホームページで公表して
います(　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shisan/index.html)。
(1) 土地

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権　該当なし
(3) 建物

市長の資産を公開します　市政情報課　　382-8659　　382-2214　　shisejoho@city .suzuka. lg . jp

鈴鹿市西条三丁目1030-3 1,991.70

面積（㎡）所　在 固定資産税の課税標準額（円） 摘　要

8,388,571 持分 7091/334904

鈴鹿市西条三丁目1058 286.74 2,190,079 相続
持分 4078950/19315800

鈴鹿市西条三丁目1030-3 66.15

床面積（㎡）所　在 固定資産税の課税標準額（円） 摘　要

5,256,684 ー

鈴鹿市西条三丁目1058 21.29 932,687 ー

鈴鹿市西条三丁目1058 18.13 445,235 ー

預金の総額 4,685,619円

該当なし貯金の総額

(4) 預金・貯金 (5) 有価証券 

金銭信託 800,000 円
(6) 自動車・船舶・航空機・

美術工芸品

自動車　小型自動車　1

(7) ゴルフ場の利用に関する

権利　該当なし
(8) 貸付金　該当なし
(9) 借入金　8,833,559 円

けやきホーム・
さつきホームの名称募集

障害福祉課    382-7626    382-7607

    shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　けやきホーム・さつきホームの
二つの障害者小規模作業所が、
平成 24 年 4月から障害者自立
支援法に規定する一つの「生
活介護事業所」として、新しく生
まれ変わります。そこで、名称を
募集します。
対　象　市内に在住している方
または通勤・通学している方

条　件　一人何点でも応募で
きます。自分で考えたもので、
第三者の権利を侵害しないも
のに限ります。

申込み　9月30日㈮までに、名

称 (ふりがな)、命名理由、郵
便番号、住所、氏名、連絡先、
通勤・通学先 ( 市外在住者
のみ)を記入し、郵送、ファクス、
電 子メールまたは直 接、
〒513-8701　障害福祉課へ。
直接施設へ提出していただ
いても結構です。

※電話では、受け付けません。

※電子メールの場合は、件名を

「生活介護事業所名称応募」と

してください。

母子家庭の就業支援を
行っています

子育て支援課    382-7661    382-7607

    kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　児童扶養手当受給者で、自
立や就労に意欲のある方を対
象に、自立支援プログラム策定
員が個別相談を行い、ハロー

ワークとの連携により就業のた
めの支援を行っています。
対　象　児童扶養手当受給者
と　き　毎週月・木曜日　9
時～16 時

ところ　子育て支援課

図書館を臨時休館します

図書館    382-0347    382-4000

    toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月19日㈪～ 10月3
日㈪

※コンピュータシステム更新実施

と蔵書点検のため休館します。

また、この間は図書館ホームペ

ージでの資料の検索やインタ

ーネット予約なども休止しま

す。インターネット予約は、9月

17日㈯までの利用となります。

※本の返却は、夜間返却口をご利

用ください。

くらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ
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ふれあい農園の
利用者を募集します

農林水産課    382-9017    382-7610

    norin@city.suzuka.lg.jp

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむこ
とができる「ふれあい農園」の利
用者を募集しています。利用希
望者は開園者へお問い合わせ
ください。
◆鈴木農園

ところ　竹野二丁目723
面　積　約 30 ㎡ ( 約 5m×約
6m)から

区画数　2区画 ( 先着順 )
利用料 　1 区画 4,000 円から
(1年間 )

開園者　鈴木則夫 ( 竹野一丁
目21-6 　382-3071)

コイヘルペスウイルス病の
まん延防止にご協力を

農林水産課    382-9017    382-7610

    norin@city.suzuka.lg.jp

　この病気は、人体にはまったく
影響ありませんが、コイの大量死
を招く恐れがあります。そのため
次のことを遵守してください。
○コイを持ちだして放流しない。
○コイを放流するときは、ウイル
ス検査を受け、安全性を確認
する。
　なお、河川やため池などでコ
イが死んでいたら、下記にご連
絡ください。
連絡先　三重県農水商工部水
産資源室 (　059-224-2522)、
三重県内水面漁場管理委員
会事務局 (　059-224-3036

　http://www.pref.mie.jp/
sukyokyu/hp/)

嘱託職員 (面接相談員 )
を募集します

生活支援課    382-7640    382-7607

    seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

対　象　下記のいずれにも該
当する方
○社会福祉士資格を取得して
いる方
○福祉関係での就労経験が 3
年以上ある方
○昭和 26 年 4月2日以降生ま
れで、地方公務員法第 16 条
の欠格条項に該当しない方
○パソコン操作 ( 入力、検索な
ど )ができる方

内　容　生活困窮者からの各
種生活相談業務、生活保護
申請相談に対する適正な助
言、指導業務

定　員　1人
勤務条件　給与は 17 万 8,800
円で、その他各種手当 ( 期末
手当、通勤手当など ) があり
ます。また、社会保険にも加入
します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に準

じます。

申込み　9 月 5日㈪から 16 日
㈮ ( 土・日曜日を除く 8 時
30 分から 17 時 15 分 ) に、
職員採用試験申込書と面接
カードに必要事項を記入の
上、直 接または 郵 送 で、
〒513-8701　生活支援課へ

※職員採用試験申込書は、直接ま

たは郵送で生活支援課へ請求

してください。郵送の場合は、封

筒の表に朱書きで「嘱託職員採

用試験申込書希望」と記入の上、

返信用封筒 (宛先を記入し、90

円切手を貼った 12cm×23 ㎝

程度 )を同封してください。

◆採用試験

と　き　9月25日㈰　9 時 30
分から

ところ　市役所本館 12 階会
議室

内　容　個別面接試験

20 歳になったら
国民年金へ加入を

保険年金課    382-9401    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　日本に住んでいる 20 歳以上
60 歳未満のすべての方は、国
民年金に加入して保険料を納
めることになります。
　自営業者・学生・フリーター
の方などが 20 歳になったときは、
国民年金加入の手続きが必要
です。
　また、厚生年金や共済組合
の加入者 ( 第 2 号被保険者 )
に扶養されている配偶者の方
( 国民年金 3 号になる方 ) が
20 歳になったときは、第 2 号被
保険者の勤務先を経由して加
入の手続きを行うことになります。
　なお、第 2号被保険者が 20
歳になったときは、加入の手続き
は原則必要ありません。
　加入手続きは、20 歳の誕生
月の前月末 (1 日生まれの方は
前々月 ) に年金事務所より送付
される「国民年金第 1 号被保
険者資格取得届書」を年金事
務所または住民票のある市役
所へ提出 ( 郵送 )してください。
※学生納付特例制度の申請をご希

望の方は学生証の写しまたは

在学証明書の原本、印鑑もお持

ちください。

問合せ 津年金事務所国民年
金課 (　059-228-9188)、保険
年金課 (　382-9401)

くらしの情報

電　話 電子メール ホームページファクス
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秋の全国交通安全運動を
実施します

防災安全課    382-9022    382-7603

    bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　9月21日㈬から30日㈮まで
の10日間、秋の全国交通安全
運動が実施されます。運動の
基本は、「子どもと高齢者の
交通事故防止」、運動の重点
は「夕暮れ時と夜間の歩行
中・自転車乗用中の交通事故
防止」、「全ての座席のシート
ベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底」、「飲酒運
転の根絶」です。
◆「9 月 30 日」は交通事故死

ゼロをめざす日

　記録の残る昭和43年以降、
全国のどこかで交通死亡事故
が発生しています。国民一人
ひとりが交通ルールを守り、
交通マナーを実践するなど交
通事故に注意して行動するこ
とによって、交通事故の発生
を抑止しようと、平成20年に
制定されました。
◆ハンドルキーパー運動の    

慣行を

　やむ得ず、自動車で飲食店
などへ行く場合、仲間同士や
飲食店の協力を得て飲まない
人を決め、その人はお酒を飲
まず、仲間を安全に自宅まで
送る運動です。

学習支援ボランティアを
しませんか

鈴鹿国際交流協会    383-0724    383-0639

   s i fa@mecha.ne.jp

　学校や地域で外国籍児童生
徒に教科学習や、日本語の支
援をするボランティアの養成講
座を開催します。
対 象　地域や、学校で学習
支援活動に参加できる方、
できる限り全講座に参加で
きる方

と　き　10月6日㈭、13日㈭、
20日㈭、26日㈬、27日㈭　
14時～15時30分

ところ　男女共同参画セン
ター

定　員　20人(先着順)
講　師　鈴鹿市教育委員会 
日本語教育コーディネー
ター

受講料　一般500円、賛助会
員・学生は無料

活動場所　市内公立小中学校
の放課後教室または、ボラ
ンティア運営の教室

申込み　9月28日㈬までに、郵
便番号、住所、氏名、電話
番号を記入の上、はがき、
ファクス、電子メールで
〒513-0801 神戸1-18-18　
鈴鹿国際交流協会へ

自衛官を募集します

市民課    382-9013    382-7608

    shimin@city.suzuka.lg.jp

問合せ　自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
(　351-1723)、自衛官募集
コールセンター(　012 0 -
063 -792　12時～20時　
年中無休)

◆防衛大学校学生

資　格　高等学校または中
等教育学校卒業者(見込み

含む)で21歳未満の方
申込み　推薦：9月5日㈪～8
日㈭、一般：9月5日㈪～30
日㈮

試験日 推薦：9月24日㈯・25
日㈰、1次：11月5日㈯・6
日㈰ 

◆防衛医科大学校生

資　格　高等学校または中
等教育学校卒業者(見込み
含む)で21歳未満の方

申込み　9月5日㈪～30日㈮
試験日　1次：10月29日㈯・30
日㈰ 

◆看護学生

資　格　高等学校または中等
教育学校卒業者(見込み含
む)で24歳未満の方

申込み　9月5日㈪～30日㈮
試験日　1次：10月22日㈯

市有財産を一般競争入札
により売却します

住宅課    382-7616    382-7615

    jutaku@city.suzuka.lg.jp

◆売払物件

所在地　東玉垣町字井龍田
2657番13

現　況　宅地
地　目　宅地
地　積　423.65㎡
用途地域　第1種中高層住居
専用地域

予定価格　1,300万6,000円(売
却最低価格)

◆入札

と　き　10月13日㈭　14時から
ところ　市役所本館10階1002
会議室

申込み　9月5日㈪から30日㈮
(土・日曜日、祝日を除く、

お 知 ら せ
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8時30分から17時15分)に住
宅課へ

※郵送による申し込みは受け付け

ません。

※入札の申込みに関する詳しいこ

とは、住宅課へ

◆現地説明会

と　き　9月15日㈭　14時
から

ところ　売払物件所在地

市営住宅の入居者を
募集します

住宅課    382-7616    382-7615

    jutaku@city.suzuka.lg.jp

所在地・構造・募集戸数・家賃

◆一般世帯(部屋は 3階、4階)

○桜島団地 ( 桜島町五丁目 ) 
中層耐火造 4 階建　1 戸　
1万 6,400円～ 3万 2,200円
○高岡山杜の郷(高岡台四丁目) 
中層耐火造 3 階建　1 戸　
2万 1,100円～ 4万 1,400円

※一般世帯の部屋には、高齢者・

身体障がい者世帯は申し込み

できません。

◆高齢者・身体障がい者世

帯 (部屋は 1階、2階 )

○ハイツ旭が丘 ( 中旭が丘三
丁目・四丁目 ) 中層耐火造
4・5階建　3戸　1万6,700円
～ 3万 3,800 円
○桜島団地 ( 桜島町五丁目 ) 
中層耐火造 4 階建　2 戸　
1万 6,400円～ 3万 2,200円
○高岡山杜の郷(高岡台四丁目) 
中層耐火造 3 階建　1 戸　
1万 9,800円～ 3万 8,900円

◆世帯区分なし ( 部屋は 1 階

から 4階 )

○潮風の街磯山(東磯山二丁目) 
中層耐火造 4 階建　1 戸
2万 5,200円～ 4万 9,500円

※家賃は入居者の世帯所得を

基準に、毎年算定します。

申込資格　下記のいずれに
も該当する方

１.市内に在住または勤務して
いる方

２.同居する親族(婚約者を含
む)がいる方

３.現に住宅に困っている方
４.市税の滞納がない方
５.公営住宅法に定める基準
以下の収入の方

６.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件をすべ

て満たし、60 歳以上の方がい

る世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件

1 と 3 から 6 をすべて満たし、

1 級から 4 級までの身体障が

い者がいる世帯が対象です。

申込み　9月5日㈪から16日
㈮(土・日曜日を除く8時30
分から17時15分)に、所定
の申込書類に必要書類を
添えて、直接住宅課へ

※案内と申込書類は、9 月 5 日

から配布します。

日曜受付

○9月11日㈰　9時～12時
○市役所本館1階市民ロビー

選考方法　応募多数の場合
は、11月上旬ごろに抽選で
決定します。

入居時期　11月下旬(予定)
※障がい者世帯、母子世帯など

優先措置を受けられる世帯

がありますので、申し込みの

際に申し出てください。

※募集戸数、内容については、

状況により変更する場合が

あります。

民間賃貸住宅の相談会

住宅課    382-7616    382-7615

    jutaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　鈴鹿地域で民間賃
貸住宅をお探しの方

と　き　9月11日㈰　9時～
12時 

ところ　市役所本館1階市
民ロビー

内　容　市内で民間賃貸住
宅をお探しの方への相談
会です。物件見学、契約な
どは別日になります。

主　催　三重県居住支援連
絡会

※事前相談も可能です。

福祉・介護・看護職場
就職相談会

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　福祉・介護・看護職場へ
の就労を希望する学生や一
般の方の就職活動を支援す
るために、求人情報の提供
と採用担当者による個別面
接や仕事相談を行います。
と　き　9月17日㈯　13時
30分～15時30分(受付13
時から)

ところ　市民会館2階展示室
内　容　各施設・事業所個
別面談コーナー、福祉・介
護・看護の仕事相談コー
ナー、福祉人材センター
登録コーナー

参加料　無料
問合せ　福祉・介護：三重県
福祉人材センター(　059-
2 2 7 - 5 1 6 0 )、看護：三重県
ナースセンター(　 0 5 9 -
222-0466)

※申し込み、履歴書は不要

催 し 物
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第3回金生水沼沢
植物群落観察会

文化課    382-9031    382-9071

    bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月17日㈯(雨天決行)
集合時刻　8時(第1班)、10時
(第2班)

集合場所　飯野公民館(西條
町463)

※受け付け後、沼沢近くの2カ

所の駐車場へ移動します。徒

歩、自転車などの方は、開始

時刻までに現地に集合してく

ださい。

開始時刻　8時30分(第1班)、
10時30分(第2班)

定　員　40人(先着順)
※受け付け順に、第1班20人、第

2班20人に割り振ります。

持ち物　水筒、タオル、帽子など
※観察路を歩いて見学しますが、

当日の天候により地面がぬか

るむこともありますので、雨

天時には雨具や長靴をご持参

ください。

申込み　9月9日㈮8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込め

ます。定員になり次第、締め

切ります。

プラネタリウム秋番組

文化会館    382-8111     382-8580

◆一般・秋番組

と　き　9 月 17 日㈯～ 12 月
11 日㈰　 10 時 30 分から、

13 時 30 分から、15 時から
内　容

○「月の誕生と歴史」 月の誕
生にはさまざまな考え方があ
ります。地球誕生のころから
並びあっていた兄弟説、地
球から分離した親子説、地
球の引力で捕らえられた他
人説、そして地球と他天体と
の衝突によるその破片という
衝突分離説。その中でも、ア
ポロ計画で採取された岩石
によって、衝突分離説が有
力といわれています。

○「秋の星座」 ペガスス座、ア
ンドロメダ座、カシオペア座、う
お座ほか

定　員　各回 180 人 
◆学習番組

と　き　9月21日㈬～12月9日㈮ 
内　容　「太陽・月・星の動き」
定　員　各回180人
※学習番組は、団体申し込みに

限ります。 

※番組入れ替えのため、9月13日

㈫から16日㈮まで投映を休止

します。

企画展「河曲の考古学
ー各地との交流ー」

考古博物館    374-1994    374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿川の右岸に立地する八
重垣神社遺跡・十宮古里遺跡
などの河曲の遺跡と各地の類
似資料を比較展示して、古代
の地域間の交流について考え
ます。
と　き　9月10日㈯～10月
16日㈰

ところ　考古博物館
◆講演会「沈線文系土器と弥

生時代前期の東海」

と　き　9月18日㈰14時から
ところ　考古博物館 講堂
講　師　永井宏幸さん(愛知県
埋蔵文化財調査センター) 

参加料　無料
問合せ　考古博物館へ

オリエンテーリング
鈴鹿大会

スポーツ課    382-9029    382-9071

   supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月16日㈰雨天決行
ところ　県営鈴鹿スポーツガ
ーデン、周囲の山林

クラス　グループは4クラス、個
人は年齢別、経験別、男女別
に11クラス

申込み　10月1日㈯(必着)まで
に、郵送、電話、ファクス、電子
メールで、〒519-1107　亀山
市関町木崎1200-20　鈴亀
OLC事務局　小坂平和
(　090-1624-3546　　0595-
96-0654　　kosaka@white.
plala.or.jp)へ

主　催　三重県オリエンテ
ーリング協会
(　http://sports.geocities.
jp/mieken_olkyoukai/)

※詳しくは、協会ホームページ

をご覧いただくか、鈴亀OLC

事務局　小坂へ

催 し 物

警察告知板
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無料総合相談所・
無料法律相談所の開設と
裁判所・検察庁の見学会

市民対話課    382-9004    382-7660

    shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　10月1日から7日までの「法
の日」週間にちなみ、裁判
所・法務局・検察庁・弁護士
会が無料総合相談所を開
設します。
◆無料総合相談所

と　き　10月4日㈫10時30分
～15時30分

ところ　津センターパレス2階、
地下1階(津市大門7-15)

内　容　

１.法律相談(先着36人)
２.人権・登記相談(先着24人)
３.犯罪被害者支援(先着12人)
相談時間　1人20分程度
受　付　10時30分～15時(各
コーナー前で)

問合せ

１.津家庭裁判所総務課庶務係
(　059-226-4171)

２.津地方法務局総務課庶務係
(　059-228-4191)

３.津地方検察庁検察広報官
(　059-228-4165)

◆無料法律相談所

と　き　10月4日㈫10時30分
～15時30分

ところ　四日市市総合会館8
階第2会議室(四日市市諏
訪町2-2) 

受　付　10時から
定　員　先着36人
相談時間　1人20分程度
問合せ　津地方裁判所四日市
支部庶務係(　352-7151)

◆裁判所・検察庁の見学会

　随時開催しています。詳し
くは、津地方裁判所総務課
庶務係(　059 -226 - 4172 )、
津地方検察庁検察広報官

(　059-228 -4165 )へお問い
合わせください。

公証人無料相談会を
行います

市民対話課    382-9004    382-7660

    shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　10月1日から7日までは、「公証
週間」です。次の公証役場で、
遺言・相続・離婚・各種契約など
の無料相談会を行います。
と　き　10月1日㈯、2日㈰
10時～16時

ところ

○津合同公証役場(津市丸
之内養正町7 - 3山田ビル 
　059 -228 - 9373 (要電話
予約))
○四日市公証人合同役場(四日
市市朝日町1-9千賀ビル2階
　353-3394(要電話予約))

メタボ予防実践教室

健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　「最近入らなくなったズボン
がある」、「運動していてもな
かなか痩せない」、「頑張って
ダイエットしてもすぐ体重が戻
ってしまう」そんな方は、ぜひ
お越しください。
対　象　生活習慣病予防の
ために体重を落としたい方

と　き　9月15日㈭、10月17
日㈪、31日㈪、11月28日㈪、
12月15日㈭　10時～12時
(9月15日のみ13時30分～
15時30分)

ところ　鈴鹿市保健センター
内　容　医師・健康運動指
導士・栄養士の講話、情報
交換会、運動体験

定　員　15人(先着順)
申込み　受付中。電話で健
康づくり課(　382-2252)へ

講座・教室

 警察安全相談窓口では、さまざまな悩みごとや困りごとの相談
に応じています。
◆警察総合相談電話（通話料は有料）

　　♯9110または　059-224-9110(三重県警察本部)(平日9時
から17時受け付け)
※緊急の事件、事故以外で相談やアドバイスを受けたいときは、

110番通報ではなく、　♯9110へお願いします。

◆そのほかの警察などの相談窓口

○少年相談110番(　0120-417867(よい(子)なやむな))
○暴力相談電話(暴力追放センター)(　059-229-2140(ニクイ暴
力団ツイホウ))
○国際事犯相談電話(外国人からの犯罪被害などに関する相
談)(　059-223-2030(ファクス兼用))

※ファクスは24時間受け付けます。

9月11日は｢警察安全相談の日｣です
～警察の相談ダイヤル  ♯9110～

鈴鈴鈴鹿鹿警察察察署 33800-01100鈴鹿警察署 380-0110警察告知警察告知板警察告知板
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鈴鹿医療科学大学
薬学部・第6回健康講座
「インフルエンザの話題」

健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月17日㈯　13時～
16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス講堂内小
ホール(南玉垣町3500番地3)

内　容

○講演1「インフルエンザウイ
ルスA型の話～基礎的立場
から」駒田洋(鈴鹿医療科
学大学大学院医療科学研
究科 教授)
○講演2「感染症とワクチン」
河野光雄(三重大学大学院
医学系研究科 講師)

定　員　120人(先着順)
参加料　無料
主　催　鈴鹿医療科学大学
薬学部

申込み　鈴鹿医療科学大学白
子事務課(白子キャンパス)
(　340-0550 　368-1271(住
所、氏名、連絡先明記))へ

※大学構内、周辺は禁煙

いきいき健康づくり教室

県立鈴鹿青少年センター

　378-9811    378-9809

対　象　一般成人
と　き　10月17日、24日、31
日、11月14日、21日、28日、
12月12日、19日の月曜日(全
8回)　14時～16時

ところ　鈴鹿青少年センター
内　容　生涯いきいき過ごす
ための健康について、仲間
と共に楽しく取り組んでい
く講座です。各方面での専
門の講師をお招きし、さま
ざまなジャンルでの運動実
践を行います。高齢者の転
倒予防、介護予防、認知機
能向上、体力づくりをはじ
めとし、子どもからアスリー
トにも適用できる将来性の
ある新しいエクササイズ「ス
クエアステップ」、健康・長
寿に良いとされている「太
極拳」・「ヨガ」を体験しま
す。また講義形式での栄養
士による食生活相談、測定
も行います。たくさんの仲間
と共に楽しみながら健康づ
くりをしませんか。

定　員　30人(先着順)
料　金　3,000円(全8回)
※2人以上で参加の場合は割引あり

申込み　9月6日㈫から25日㈰
(必着)までに、氏名、住所、
性別、年齢、電話番号を記入
の上、はがきまたはファクス
で、鈴鹿青少年センターへ

※様式は問いません

鈴鹿市ファミリー・
サポート・センター事業
の提供会員養成講座

子育て支援課    382-7661    382-7607

    kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　ファミリー・サポート・セン
ターは、子育てを助けてほし
い人(依頼会員)の要望に応じ
て、子育てのお手伝いができ

る人(提供会員)を紹介し、相
互の信頼と了解の上、一時的
にお子さんを預かる会員組
織(有償ボランティア)です。
　今回、一時的にお子さんを
預かったり、学校・保育所・
幼稚園などの送り迎えをする
提供会員になっていただくた
めの養成講座を行います。受
講していただいた方は、提供
会員として登録していただき
ます。
対　象　市内在住の方(資
格・年齢は問いません)

とき・内容

○10月5日㈬9時15分～10時
30分　提供会員の役割と
心得、10時30分～12時30
分　親を支える気持ち、13
時30分～15時　子どもの
発達と心
○10月6日㈭10時～11時30分 
子どもの病気、11時30分～
12時15分　子育て支援事
業の必要性、13時～15時 
子どもの栄養
○10月12日㈬10時～11時30分
子どもの心に寄り添う、11時
30分～12時　登録について、
13時～15時　幼児の安全と
対応
○10月13日㈭10時～12時　
小児看護、13時～14時30分
事業を円滑にすすめるために

ところ　ジェフリーすずか
定　員　30人(1歳以上の託
児あり(要予約))

受講料　2,000円(テキスト代)
申込み　鈴鹿市ファミリー・
サポート・センター( ・  381-
1171)へ

講座・教室

1)へ



くらしの情報

電　話 電子メール ホームページファクス

212011・9・5

秋のリーダー研修

産業政策課    382-7011    384-0868

    sangyouseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内中小企業
と　き　9時～16時30分
全11回

ところ　ものづくり産業支援
センター(市役所別館第3)

内　容　市内中小企業の現
場におけるリーダークラスの
人材に必要な、ものづくり
現場の管理のノウハウと、
技術を身につけるための集
合研修

定　員　各25人
参加料　無料

申込み　10月3日㈪までに、申
込書に必要事項を記入の上、
ファクスで、ものづくり産業
支援センター(　384-0868)へ

※詳しくは、ものづくり産業支

援センターへ

外国人向け
フォークリフト運転技能講習
(ポルトガル語コース)

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　日本語で日常会話が
可能の方、求職中の失業者
の方(ハローワークカードを
お持ちの方)、日本の普通自
動車運転免許証をお持ちの
方、三重県内に居住の方

と　き 
○学科：9月18日㈰・19日㈪
8時10分～17時30分(各コー

ス共通)
※学科講習にはポルトガル語の

通訳が付きます。

○実技：
Ⅰコース　9月20日㈫、21日㈬、
25日㈰ 
Ⅱコース　9月26日㈪～28日㈬
　各コースとも、8時10分から
17時20分(最終日は18時25分)
受講料　3,200円
定　員　各コース10人
※定員を超えた場合は抽選を9月

16日㈮に行います。

申込み　9月12日㈪～14日㈬
(8時30分～17時)までに、鈴
鹿地域職業訓練センター
(　387-1900)へ

　

◆後期教養講座・サークル (教材費は全回分 )

受付日

９月12日

９月13日

９月14日

９月15日

９月16日

随時

講座名

華道（嵯峨御流）

写　　真

茶道（表千家）

パン・お菓子

華道（池坊）

レクリエーション

陶芸

水曜料理

木曜料理

着物の着装

英会話

中級茶道サークル

希望テニスサークル

受講時間

18時30分～20時30分

19時～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

19時～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

19時～20時30分

18時30分～20時30分

19時～21時

曜日

月

火

水

木

金

水

金

定員(人)

15

15

15

20

20

15

15

24

24

女10

20

̶

̶

回数

14

12

14

12

14

14

14

14

14

14

14

̶

̶

教材費（円）

1万1,000

4,000

5,000

1万

1万2,000

2,500

5,000

1万1,000

1万1,000

無料

2,000

5,000

無料

　働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高めることができるように、各種
教養講座を開いています。
対　象　平成23年4月1日現在で35歳以下の勤労青少年
申込み　9月12日㈪から16日㈮の各
講座開講曜日の9時30分から20
時に、教材費を添えて、直接勤労
青少年ホームへ

※応募多数の場合は、受付日当日20時に

抽選を行います。また、定員に満たな

い講座は随時受け付けます。9月末時

点で申込者数が定員の3分の1に達し

ない講座は、開講をとりやめることも

あります。

※自由購入の教材など、開講後に教材費

以外の実費を負担していただく講座が

あります。

※水曜日と木曜日の料理は、重複受講で

きません。

※開講後に退講される場合の教材費の取

り扱いは、講座ごとに異なります。
※10月11日㈫から順次開講します。

※サークルは随時募集しています。

　　勤労青少年ホーム後期教養講座　勤労青少年ホーム　　387-6125    388-1223

管理編

技術編

10月15日㈯、29日㈯、
11月5日㈯、12日㈯、
18日㈮、19日㈯、26日㈯
12月3日㈯、10日㈯、
17日㈯、24日㈯
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高齢者の就職・就業に
向けた剪定技能講習会

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市シルバー人材セン
ターでは、高齢者の就業の拡
大を図るため技能講習を行い
ます。
対　象　60歳代前半の方
と　き　10月4日㈫、5日㈬　
9時～16時

ところ　高岡配水池(高岡町
1838-1)

内　容　樹木の剪定技能の
習得

定　員　25人(先着順)
受講料　無料
申込み　9月12日㈪から21日
㈬までに、㈳鈴鹿市シル
バー人材センター(　382 -
6092)へ

いきいき健康
水中ウォーク教室

スポーツ課    382-9029    382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の60歳(10
月4日現在)以上で、一人で
水中ウォークのできる人

と　き　10月4日～11月22日
の毎週火曜日　9時15分～
10時45分　全8回

ところ　県営スポーツガーデ
ン温水プール

内　容　水中ウォーク・スト
レッチ(水深1.3m)

定　員　50人(定員を超えた
場合は抽選)

参加料　3,000円(教室初日に
支払う)

申込み　9月8日㈭から22日㈭
までに、県営スポーツガー
デン水泳場(　372 -2250)
かスポーツ課(　382-9029)
へ。県営スポーツガーデン
ホームページからも申し込
めます。

平成23年度
ニュースポーツ教室

スポーツ課    382-9029    382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　30歳以上の男女
と　き　9月28日から毎週水
曜日(全8回) 9時30分から
11時30分

ところ　農村環境改善セン
ター、西部野球場

内　容　ファミリーバドミント
ン、ソフトバレーボールなど
のニュースポーツ

定　員　50人(先着順)
講　師　鈴鹿市体育協会派
遣講師、鈴鹿市体育指導
委員

参加料　3,600円(スポーツ安
全保険料含む)

主　催　鈴鹿市体育協会
後　援　鈴鹿市
申込み　9月6日㈫から21日㈬
までに参加料を添えて、鈴
鹿市体育協会事務局(市立
体育館内、土・日・月曜日を
除く9時から17時)または、

農村環境改善センター事務
所(土・日曜日を含む9時か
ら17時)へ

問合せ　鈴鹿市体育協会事務
局(　380-5015　380-5053
   npotaiky@mecha.ne.jp)

第4回親子野球スクール

スポーツ課    382-9029    382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学1・2年生の男女
と保護者

と　き　10月2日～11月27日
(日曜日全8回)　10時～12時
(2日のみ9時30分から12時)

ところ　ホンダアクティブラン
ド野球場

内　容　親子でのボール遊び
やティーボールなどを使っ
た野球の基本、Honda鈴鹿
硬式野球部OBによる、野
球の投げる、捕る、打つの
基本の習得

定　員　40組(先着順)
参加料　4,500円(保護者、子
ども保険料1,200円含む)

主　催　鈴鹿市体育協会
後　援　鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会

申込み　9月5日㈪から22日
㈭までに、参加料を持参
の上、鈴鹿市体育協会(市
立体育館内、土・日曜日、
祝日、9月12日㈪を除く9時
から17時)へ

問合せ　鈴鹿市体育協会事務
局(　380-5015　380-5053
      npotaiky@mecha.ne.jp)

講座・教室
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クライミング体験会

県営鈴鹿スポーツガーデン

　372-2250    372-2260

    http://www.garden.suzuka.mie.jp/

対　象　18歳以上でクライミ
ングを初めて体験される健
康な方

と　き　10月16日㈰　13時～
15時

ところ　県営鈴鹿スポーツ
ガーデンクライミングウォー
ル(サッカー・ラグビー場内)

内　容　トップロープクライミ
ング体験

定　員　各部10人(応募者多
数の場合は抽選)

参加料　1,000円
申込み　県営鈴鹿スポーツ
ガーデンへお問い合わせの
上、9月16日㈮から10月9日
㈰までに、ファクスまたは直
接、県営鈴鹿スポーツガー
デン水泳場へ

※ホームページからも申し込め

ます(最終日17時まで)

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

　372-2250    372-2260

    http://www.garden.suzuka.mie.jp/

申込み　シルバーアクセサリー
教室、親子ヨガは、9月6日㈫
からファクス、電子メールまた
は直接、県営鈴鹿スポーツ
ガーデン水泳場へ。ホーム
ページからも申し込めます。
ベビービクス&ママビクスは、
9月12日㈪から、参加料持参
の上、直接、県営鈴鹿スポー
ツガーデン水泳場へ

◆シルバーアクセサリー教室

対　象　 一般成人
と　き　9月29日㈭　10時
30分～12時30分

内　容　イニシャルストラップ
の作成

定　員　10人(先着順)
参加料　3,000円(材料費込)
◆親子ヨガ

対　象　子(3歳から小学低
学年まで)とその親

と　き　9月18日、25日、10
月2日、16日、30日の日曜日
10時～11時

内　容　ニューヨークスタイ
ルのキッズヨガで親子のコ
ミュニケーションを図ります。

定　員　15組(先着順)
参加料　5,000円
◆ベビービクス&ママビクス

対　象　子(2カ月から歩くま
で)とその母親

と　き　9月21日㈬　午前：
11時～12時30分、午後：13時
30分～15時

内　容　ベビービクスとママ
ビクス

定　員　30組(先着順)
参加料　1,000円

　7月に平和の大切さを考える「平和への祈り
展」を開催しました。多くの方が来場され、い
ろいろなお話を伺う事ができました。
　ある男性は戦争に出兵し、家族や多くの仲
間を失った悔しさや悲しさを、またある女性は
「原爆投下直後の広島で生まれ、原爆の恐ろ
しさを展示パネルからあらためて感じたが、家
族からはその当時のことをあまり聴かせてもら
えなかった」と話されました。おそらくご家族
はあまりにも辛い体験をされ、その当時の事を
思い出すと苦しい気持ちを再体験するのでは
とためらわれたのではないでしょうか。
　会場でのアンケート(感想)の一部をご紹介し
ます。

○いまのせいかつがふつうと思っていたけどい

まがしあわせだと思った(小学生)

○戦争は二度としてはいけないということが

改めて分かり、しみじみと感じた(中学生)

　8月の広島・長崎の原爆の日や終戦記念日
が近づいてくると平和について考えることはあ
っても、普段の生活の中でその大切さを感じ
考えているでしょうか。
　世界各地では武力紛争やテロなどが絶え間
なく起こり、多くの尊い命や人々の幸せが奪わ
れる人権侵害が起こっています。私たち一人ひ
とりが平和を願い、人権尊重に対する高い意
識をもつための努力をしていかなければなら
ないのではないでしょうか。

平 和 に つ い て 考 え る

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の9 月 納税
○国民健康保険税・・・3期

【納期限は9月30日㈮です】

※納税は、便利な口座振替で
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